本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．1（2015.12）

今月から、本耶馬渓図書館でも図書館だよりを発行
することになりました。よろしくお願いします！

１２月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★ライト兄弟初飛行成功

12月17日

ライト兄弟は1903年、ノースカロライナ州のキティホークで、
約1分間255ｍの飛行を行い、史上初めて動力による人間の飛行に
成功しました。
日本の初飛行は陸軍によるものです。ライト兄弟から7年後の
1910年12月19日です。

★東京駅開業

1914年12月18日

★日本初のチョコレート発売
1878年12月24日
関連する本を一緒に展示しています。良かったら借りてみてくださいね！！
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…平日 １０：００～１８：００
日曜・祝日 １０：００～１７：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『戦国軍記と大阪の陣』/210.4
『大分・別府・由布院 16』/291.9

『トミカ大集合 2016年版』/Ｋ507

『ウチの息子ってヘンですか？』/379.9

『へんしん！なぞなぞプリンセス』/Ｋ798
『ほねほねザウルス⑮』/Ｋ913

『持たないていねいな暮らし』/590.4
『毎日の手編みこもの』/594.3
『抹茶の和みおやつ』/596.6
『なりたい』（畠中 恵）/913.6

『おばけがとりつくおんがくかい』/Ｋ913
『とんちずもう』/ＫＥ（えほん）
『オオサンショウウオみつけたよ』/ＫＥ
『仮面ライダーゴースト』/ＫＥ

12月のおすすめえほん
『ピヨピヨ メリークリスマス』
工藤 ノリコ

『にんじゃサンタ』

今日はまちにまったクリスマスです。
ヒヨコちゃんたちは「いいこにするか
ら、きてください！」とサンタさんに
おいのりします。さて、サンタさんは
きてくれるかな？
ピヨピヨかぞくのたのしいクリスマ
スの１日をえがいたおはなしです。

にんじゃサンタはまいにちしゅぎょ
うをしています。はしったり、とんだ
り、なげたり、かくれたり、いっしょ
うけんめいがんばります。
そして、いよいよクリスマスがやって
きました。ついに、にんじゃサンタの
でばんがやってきたのです！！

★移動図書館運行表★
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田
樋田

駐車地
上浜田住宅
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

丸山 誠司

毎週月・水曜日に本耶馬渓地区をまわります！
予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５５～１１：２０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
横井医院
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：１０～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０

西谷温泉下

１４：００～１４：１５

西谷郵便局前
桧木地区

１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜
東谷
第４水曜

西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．2（2016.1）

明けましておめでとうございます。
今年もみなさまのご来館をお待ちしています。
ぜひ、色々な本を借りてくださいね！！

１月のこよみ
★阪神淡路大震災

カウンター横に展示しています。

1月17日

1995年のこの日、午前5時46分に神戸や淡路島など兵庫県南部を
マグニチュード7.2の地震が襲い、約6300人が亡くなる大惨事と
なりました。
全国からのべ約130万人のボランティアが集まり、被災者の救済に
大活躍しました。

★学校給食始まる

1947年1月20日

★南極に昭和基地設営
1957年1月29日
関連する本を一緒に展示しています。良かったら借りてみてくださいね！！
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♪１月のカレンダー♪
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★開館時間

…平日 １０：００～１８：００
日曜・祝日 １０：００～１７：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『お母さんの男の子にひびく伝え方』/379.9

『実験対決 ⑤⑥⑮』/Ｋ407
『いえのおばけずかん』/Ｋ913
『音楽室の日曜日』/Ｋ913
『ノラネコぐんだんおすしやさん』/ＫE
『とうめいにんげんのしょくじ』/ＫＥ
『へんしんマーケット』/ＫＥ
『すすめ！ゆきのきゅうじょたい』/ＫＥ

『ふくらはぎをもめば糖尿病がよくなる』/492.7

『野菜たっぷりおかずの本』/596.3
『簡単おせちとごちそうレシピ』/596.4

『スプーンでつくるおやつ』/596.6
『人魚の眠る家』（東野 圭吾）/913.6
『房総の列車が止まった日』
（西村 京太郎）/913.6

1月のおすすめえほん

今年のえと「さる」の絵本をご紹介します！

『おさるのパティシエ』
サトシン
おいらはおさるのパティシエ。おい
しいおかしやケーキをつくるのがしご
とです。あるひ、オーナーから「だい
ヒットしてぎょうれつができるような
スイーツをつくってほしい」とおねが
いされて、はりきってスイーツをつく
ることにしたのですが・・・。

★移動図書館運行表★
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田
樋田

駐車地
上浜田住宅
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

『さるくんにぴったりなおうち！！』
おおはし えみこ
じぶんにぴったりないえをつくろう
としたさるくん。ねずみさんのいえは
さるくんにはちいさすぎて、ぞうさん
のいえはひろすぎました。「ぼくに
ぴったりないえって、どんないえだろ
う」さるくんは、じぶんにぴったりな
いえをたてられるかな？

毎週月・水曜日に本耶馬渓地区をまわります！
予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５５～１１：２０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
横井医院
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：１０～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０

西谷温泉下

１４：００～１４：１５

西谷郵便局前
桧木地区

１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜
東谷
第４水曜

西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ．３（２０１６.２）

2月になると、寒い日が続いています。
こんな日は、おうちで本を読むのにぴったりですね。
ぜひ、色々な本を借りてくださいね！！

２月のこよみ

カウンター横に展示しています。

★日本初の天気図作成

2月16日

1883年のこの日に、ドイツ人の気象学者、エルヴィン・クニッピング
が天気図を書きました。そして、天気の概況を英語で記したものを日本人が訳
し、日本で初めて天気図が作成されました。また、3月1日からは毎日、印刷・
発行されました。

★直木三十五没
★郵便マーク発表

1934年2月24日
1887年2月8日

関連する本を一緒に展示しています。
良かったら借りてみてくださいね！！
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★開館時間

…平日 １０：００～１８：００
日曜・祝日 １０：００～１７：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。

t

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です）

♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）

『神様アンテナを磨く方法』/147

『まんが戦国1000人』/Ｋ289
『図解大事典日本の妖怪』/Ｋ388
『なるほど!恐怖!世界の危険生物事典』
/Ｋ480
『あたらしいわたしの探し方』/K913

『あなたの相続こんな場合の解決法』/324.7

『医者が教える長生きのコツ』/498.3
『和ンプレート』/596.2
『いちばんよくわかるおりがみの本』/754.9

『月のない夜に』（岸田 るり子）/913.6
『マナーの正体』（逢坂 剛）/914.6

２月のおすすめえほん

『くらべてなるほど!しんかんせん』/ＫＥ

『くらべてなるほど!でんしゃ』/ＫＥ
『ぞうでするする』/ＫＥ

「せつぶん」「バレンタイン」の絵本をご紹介します！

『せつぶんのひのおにいっか』
青山 友美

『くまふうふのバレンタイン』
イヴ・バンチング

いつもはのんきにくらしているおに
いっか。あるばん、あしたが「せつぶ
ん」だとおもいだしたおにとおさんは、
あわててじゅんびをはじめます・・・。
さて、おにとおさん、おにかあさん、
こおにの3にんは、どのようにせつぶ
んをすごすのかな？

くまふうふのベティとボリーは「バ
レンタイン」をいわうことにしました。
ところが、２月14日はくまはとうみ
んちゅうです。めざましどけいをセッ
トしていたのですが、ボビーはなかな
かおきません！くまふうふは、バレン
タインをいわうことができるのかな？

★移動図書館運行表★
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田
樋田

駐車地
上浜田住宅
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

毎週月・水曜日に本耶馬渓地区をまわります！
予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５５～１１：２０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

駐車地
松仁商会
万千百園
上津小学校
高齢者福祉センター
横井医院
折元神社
大田商店前
東谷地区老人憩いの家
小野商店前
樋田小学校

予定時間
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１５
１３：００～１３：４０
１３：４５～１４：００
１４：０５～１４：２０
１４：３０～１４：４０
１１：１０～１１：１０
１１：１５～１１：２５
１１：３０～１１：４０
１３：００～１３：４０

西谷温泉下

１４：００～１４：１５

西谷郵便局前
桧木地区

１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４５

JA中津下毛農協裏（倉庫前）

第３水曜

第２水曜
東谷
第４水曜

西谷

発行：本耶馬渓図書館（52-3033 本耶馬渓公民館１階）

本耶馬渓図書館だより

Ｎｏ.４（２０１６.３）

3月になると、はるがちかづく感じがします。
春に関する本をいろいろご用意しています。
ぜひ、色々な本を借りてくださいね！！

3月のこよみ
★放送記念日

カウンター横に展示しています。

3月22日

日本で最初にラジオ放送が始まった1925年のこの日を記念して、NHK
が1943年に制定しました。仮放送の第一声は「アーアー、聞こえますか」
だったそうです。当時の聴取料は、１円。受信契約数は、３５００件でした。

★日本初の記念切手発行 1889年3月9日
★日本万国博覧会開幕

1970年3月15日

関連する本を一緒に展示しています。
良かったら借りてみてくださいね！！

お
日
6
13
20
27

♪３月のカレンダー♪
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★開館時間

土
5
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…平日 １０：００～１８：００
日曜・祝日 １０：００～１７：００
★カレンダーの黒い日は休館日です。

あたらしい本

毎週木曜日に新刊が入ります。いくつかご紹介します！

♪おとなの本♪（数字は背ラベルの番号です） ♪こどもの本♪（数字は背ラベルの番号です）
『すぐできおべんと弁』/596.4
『明日から、料理上手』/596.4
『図解 手足のしびれ』/494.６
『60分で作れる！ちぎりパン』/596.6
『カルパッチョ！カルパッチョ！』/596.3

『アカンやん、ヤカンまん』/K913
『ねこのピート』/KE
『ポテトむらのコロッケまつり』/KE
『へっちゃらトーマス』/K933
『だっこだっこ』/KE
『おいしい理由がよくわかるスイーツ・バイブル』/596.6 『学習漫画 マザー・テレサ』/K198
『ダメって言わない子供へアドバイス①』/379.９

３月のおすすめえほん

「おひなさま」の絵本をご紹介します！

『アカンやん、ヤカンまん』
山本 孝

『ゆりちゃんのおひなさま』
花山かすみ

しょうたは、いつも、かあちゃんや、い
もうとのあかりに、いわれっぱなしのやられ
ぱなし。たまには、つよくなりたいとおもっ
ていると、ヤカンまんがあらわれた・・・。
はらがたったら、そのきもちをとじこめては
いけないといって、「ちからこぶちゃ」をく
れた。しょうたは、どうなるのかな！読んで
みてね。

きょうは、たのしいひなまつり。おひなさ
またちがならんでいます。ゆりちゃんは、
ねこのタマたちを、おひなさまにしょうか
いしました。するとそのとき、「なんてう
らやましい」というこえが・・・。なんと、
さんにんかんじょがはなしはじめたのです。
ゆりちゃんは、どうするのかな！読んでみ
てね。

★移動図書館運行表★
曜日
第１月曜
第３月曜
第２月曜
第４月曜

地区
樋田
樋田

駐車地
上浜田住宅
屋形郵便局前
冠石野お堂の前
多志田ゲートボール場前
中島バス停前
クワバラ理容店付近
八千代保育園
兎洞電気
下曽木市営住宅
洞門の郷

毎週月・水曜日に本耶馬渓地区をまわります！
予定時間
１０：３０～１０：４５
１０：５５～１１：２０
１０：３０～１０：４０
１０：４５～１０：５５
１１：００～１１：１０
１１：１５～１１：３０
１３：３０～１３：４５
１３：５０～１４：００
１４：０５～１４：１５
１４：２０～１４：３５

曜日
第１水曜

地区
上津

第３水曜

第２水曜
東谷
第４水曜

西谷

駐車地
松仁商会

予定時間
１０：３０～１０：４０
JA中津下毛農協裏（倉庫前） １０：４５～１０：５５
万千百園
１１：００～１１：１５
上津小学校
１３：００～１３：４０
高齢者福祉センター
１３：４５～１４：００
横井医院
１４：０５～１４：２０
折元神社
１４：３０～１４：４０
大田商店前
１１：１０～１１：１０
東谷地区老人憩いの家 １１：１５～１１：２５
小野商店前
１１：３０～１１：４０
樋田小学校
１３：００～１３：４０
西谷温泉下

１４：００～１４：１５

西谷郵便局前
桧木地区

１４：２０～１４：３０
１４：３５～１４：４５
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